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トライフォート、『RELEASE THE SPYCE secret fragrance』 

配信開始のお知らせ 

 

 
ユナイテッド株式会社（本社︓東京都渋⾕区、代表取締役会⻑ CEO︓早川与規、証券コード︓
2497、以下ユナイテッド）は、連結⼦会社であるソーシャル×スマートフォン領域に特化したアプリケーシ
ョンの開発事業を⼿掛ける株式会社トライフォート（本社︓東京都渋⾕区、代表取締役 CEO︓⼤⽵ 
慎太郎、以下「トライフォート」）と、株式会社オルトプラス（本社︓東京都豊島区、代表取締役
CEO︓⽯井 武）と株式会社 KADOKAWA（本社︓東京都千代⽥区、代表取締役社⻑︓松原 
眞樹）において、事前登録受付しておりましたスマートフォンアプリゲーム『RELEASE THE SPYCE 
secret fragrance』（略称︓『リリフレ』）が、本⽇ 2 ⽉ 12 ⽇ 15 時配信開始したことをお知らせいた
します。 
 

 

 
■スパイリッシュ RPG『リリフレ』配信開始︕ 
 スパイリッシュ RPG『RELEASE THE SPYCE secret fragrance』（略称︓『リリフレ』）が、本⽇ 2



⽉ 12 ⽇ 15 時より、App Store/Google Play にて配信開始となりました︕ 
 

 原作アニメでもおなじみのツキカゲメンバーの他、
『リリフレ』で新たに仲間に加わったキャラクターも多
数登場します。 
 HOME 画⾯ではキャラクターを２⼈まで配置可
能。画⾯をタップすると、キャラクター同⼠の会話が
発⽣することも︕ 
ADV パートでは、タカヒロ⽒が執筆にも参加した全
⾯監修のオリジナルストーリーがフルボイスで展開︕ 
メインストーリーの他、キャラクターストーリーやサイド
ストーリーなど様々な物語が充実︕ 
 
メインコンテンツとなる『SPY MISSION』では、所
持しているキャラクターを編成して任務に挑戦︕ 
簡 単 操 作 の セ ミ オ ー ト で 進 ⾏ す る 『 SPY 
MISSION』中は、敵とのバトルだけでなく、罠や鍵
を解除して進む潜⼊パートも存在しています。戦闘
⼒だけでなく、様々なスパイ能⼒を鍛える必要があ
ります。 
 
 その他、武器開発やアビリティボード解放による育
成など、やりこみ要素も満載︕ 
 
 簡単ながら奥深い、スパイリッシュ RPG『リリフレ』
を、ぜひアプリストアからダウンロードしてお楽しみくだ
さい︕ 
 
 

 
【アプリストア URL】 
AppStore︓https://itunes.apple.com/jp/app/id1416416858 
GooglePlay︓https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.altplus.spyce 
 
 
 



■豪華な事前登録プレゼント＆SSR 確定無料ガチャ開催︕ 
 事前登録プレゼントおよび事前登録期間
のキャンペーンプレゼントとして、下記のアイテ
ムを、ユーザー全員にプレゼントいたします。 
・SR 源 モモ（空崎の守護者 源 モモ） 
・極スパイス 4,000 個 
・強化アイテムセットましまし 
各種プレゼントは、アプリ内プレゼントボックス
に付与されております。HOME 画⾯、プレゼ

ントボタンからお受け取りください。 
※事前登録プレゼントの受け取り期限は 2019 年 3 ⽉ 31 ⽇までとなります。 
 

 
 また、たくさんの事前登録キャンペーンへのご登録に感謝して、『事前登録⼤感謝ガチャ』を開催︕ 最
⾼レア『SSR』のスパイが必ず登場するガチャを、おひとり様１回限り、無料でご利⽤いただけます。この⼤
チャンスをお⾒逃しなく︕ 
 
作品概要 
 『RELEASE THE SPYCE secret fragrance』（略称︓リリフレ）は、2018 年 10 ⽉より放送され
た TV アニメ『RELEASE THE SPYCE』（略称︓リリスパ）を原作とするスマートフォン向けアプリゲーム
です。 
 原作の企画原案タカヒロ⽒がゲームオリジナルとなるストーリーを構築し、シナリオ執筆にも参加。 
 アニメには登場しなかったツキカゲ以外の私設情報機関や、新たな悪の組織が登場し、よりダイナミック
に展開していきます。 
 キャラクターグラフィックは原作アニメと同じく Lay-duce が担当。 
 ⾳楽は、原作アニメでも⾳楽を担当した佐⾼陵平⽒（Hifumi,inc.）が書き下ろします。 
アニメ『リリスパ』の世界観を引継ぎ、そしてより広げていくスマートフォンゲーム『RELEASE THE SPYCE 



secret fragrance』は 2019 年 2 ⽉ 12 ⽇から国内配信をしております。 
 
■制作スタッフ 
タカヒロ、なもりをはじめ、原作アニメの豪華スタッフ陣が参加︕ 
原作︓SORASAKI.F 
企画原案︓タカヒロ（みなとそふと） 
キャラクター原案︓なもり 
シナリオ︓タカヒロ ほか 
キャラクターグラフィック︓Lay-duce 
⾳楽︓佐⾼陵平（Hifumi,inc.） 
 
 
「RELEASE THE SPYCE」１ 
【商品情報】 
好評発売中 
BD ︓PCXG-50651 / 7,000 円 + 税 
DVD︓PCBG-53011 / 6,000 円 + 税 
発売元︓ポニーキャニオン 
収録話数︓EPISODE:01「ゴールデンスピリッツ」、EPISODE:02
「第１の挑戦」 
 
【仕様・特典】 
キャラクターデザイン⽯野聡描き下ろしデジパック 
なもり描きおろし表紙フルカラー16P スペシャルブックレット  
 
【封⼊特典】 
3 ⽉ 10 ⽇開催トーク&ライブイベント 
「スパッと︕スパイス⼤作戦」昼の部 イベント優先申込券 
出演︓ツキカゲ（安齋由⾹⾥、沼倉愛美、藤⽥茜、洲崎綾、のぐ
ちゆり、内⽥彩） 
場所︓カルッツかわさき・⼤ホール 
 
【映像特典】 
オープニング（ノンクレジット） 
エンディング（ノンクレジット） 
第１弾 PV 



第２弾 PV 
WEB 予告-EPISODE:02 
WEB 予告-EPISODE:03 

 
 
「RELEASE THE SPYCE」２ 
【商品情報】 
2019 年 1 ⽉ 16 ⽇発売 
BD ︓PCXG-50652 / 7,000 円 + 税 
DVD︓PCBG-53012 / 6,000 円 + 税 
発売元︓ポニーキャニオン 
収 録 話 数 ︓ EPISODE:03 「 モ ウ リ ョ ウ 」 、 EPISODE:04
「Never Say Never Together」 
 
【仕様・特典】 
キャラクターデザイン⽯野聡描き下ろしデジパック 
なもり描きおろし表紙フルカラー16P スペシャルブックレット 
 
【封⼊特典】 
3 ⽉ 10 ⽇開催トーク&ライブイベント 
「スパッと︕スパイス⼤作戦」夜の部 イベント優先申込券 
出演︓ツキカゲ（安齋由⾹⾥、沼倉愛美、藤⽥茜、洲崎綾、の
ぐちゆり、内⽥彩） 
場所︓カルッツかわさき・⼤ホール 
 
 
【映像特典】 
４話エンディング（ノンクレジョット） 
Intermission Movie #1 
Intermission Movie #2 
Intermission Movie #3 
Intermission Movie #4 
WEB 予告-EPISODE:04 
WEB 予告-EPISODE:05 
 

 



 
「RELEASE THE SPYCE」3 
【商品情報】 
2019 年 2 ⽉ 20 ⽇発売 
BD ︓PCXG-50653 / 7,000 円＋税 
DVD︓PCBG-53013 / 6,000 円＋税 
発売元︓ポニーキャニオン 
収 録 話 数 ︓ EPISODE:05 「 Phantom ・ Protocol 」 、
EPISODE:06「友情の報酬」 
 
【仕様・特典】 
キャラクターデザイン⽯野聡描き下ろしデジパック 
なもり描きおろし表紙フルカラー28P スペシャルブックレット
「Namori ArtWorks」 
 
【映像特典】 
Villain PV 
テレビ CM:01 
テレビ CM:02 
WEB 予告-EPISODE:06 
WEB 予告-EPISODE:07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELEASE THE SPYCE オリジナルサウンド
トラック／佐⾼陵平 
2019 年 1 ⽉ 16 ⽇ RELEASE 
PCCG-01750 / 2,778 円＋税 
 
M-01 THE SPYCE LOADED 
M-02 BBBBB★ベイビッ!! 
M-03 平穏 
M-04 怪しい… 
M-05 アイキャッチ 
M-06 ⼤・混・戦!! 
M-07 Dawn of TSUKIKAGE 
M-08 Determination 
M-09 ひよっこチーム! 
M-10 ツキカゲ秘密基地 
M-11 モモ、浮かれすぎ? 
M-12 Soldier 
M-13 ピンチですっ! 
M-14 師弟 
M-15 折れないキモチ 
M-16 Run and Catch☆ 
M-17 思考と閃き 
M-18 Theme of NIRAIKANAI 
M-19 （んあ）…来る︕ 
M-20 緊・迫・戦!! 
M-21 Heart of TSUKIKAGE 
M-22 Theme of MOURYOU 
M-23 対峙する⼼ 
M-24 裏切りと傷⼼ 
M-25 Clap Your Hands, Say Yes◎ 
M-26 ⼤丈夫だよ 
M-27 潜⼊ミッション! 
M-28 洗脳、恐怖、混乱!! 
M-29 UNION!! 
M-30 POWER!! 
M-31 MISSION in SORASAKI 



 
【関連書籍情報】 
『RELEASE THE SPYCE GOLDEN GENESIS』 
半蔵⾨雪とその師匠・藤林⻑穂を中⼼とした、先代ツキカゲ達の戦いを描いたスピンオフノベル。 
 
原作 SORASAKI.F  
企画原案・シリーズ構成 タカヒロ（みなとそふと）  
執筆 朱⽩あおい（ミームミーム）  
イラスト なもり 
定価︓ 1,188 円（本体 1,100 円＋税） 
好評発売中 
 
 
電撃コミックス NEXT 
『RELEASE THE SPYCE ないしょのミッション ２』 
≪ツキカゲ≫メンバーの⽇常は少し刺激的!? 公式コミック第２巻︕ 
 
作画 美⽉ めいあ  
原作 SORASAKI.F  
企画原案 タカヒロ（みなとそふと）  
キャラクターデザイン なもり 
定価︓ 626 円（本体 580 円＋税） 
好評発売中 
 
 
電撃コミックス NEXT 
『RELEASE THE SPYCE ないしょのミッション １』 
TV アニメでは描かれない≪ツキカゲ≫の活動がコミックに!! 
 
作画 美⽉ めいあ  
原作 SORASAKI.F  
企画原案 タカヒロ（みなとそふと） 
キャラクターデザイン なもり 
定価︓ 626 円（本体 580 円＋税） 
好評発売中 
 



©SORASAKI.F 
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【タイトル】『RELEASE THE SPYCE secret fragrance』
（りりーす ざ すぱいす しーくれっと ふれぐらんす）（略称︓
『リリフレ』） 
【AppStore】https://apple.co/2TwEOSZ 
【GooglePlay】https://bit.ly/2BkOzwt 
【ジャンル】スパイリッシュ RPG  
【課⾦形態】基本無料（⼀部アプリ内課⾦あり） 
【公式サイト】https://relefra.jp/ 
【公式 Twitter】https://twitter.com/rts_sf 
【公式 LINE@】 

https://line.me/R/ti/p/%40ybp9063v 
【メーカー名表記】KADOKAWA／オルトプラス／TriFort 
【著作権表記】©SORASAKI.F ©KADOKAWA CORPORATION  2018 Developed by 
AltPlus Inc. / TriFort, Inc. 
 
 [本件に関するお問い合わせ先] 
株式会社オルトプラス 『リリフレ』広報担当 
東京都豊島区東池袋三丁⽬ 1 番 1 号 サンシャイン 60 39 階 
E-mail: pr@altplus.co.jp 
URL︓http://www.altplus.co.jp 
 
■トライフォート 会社概要 
社名︓株式会社トライフォート 
所在地︓東京都渋⾕区円⼭町 3-6 E・スペースタワー4F 
設⽴︓2012 年 8 ⽉ 2 ⽇ 
代表者︓代表取締役 CEO ⼤⽵ 慎太郎 
資本⾦︓724,009,660 円（資本準備⾦含む） 
URL︓http://trifort.jp/ 
事業内容︓スマートフォンアプリ・ソーシャル領域に特化したアプリケーションの開発・運営 
 



■ユナイテッド株式会社  
所在地︓〒150-0002 東京都渋⾕区渋⾕1-2-5 MFPR渋⾕ビル 
設⽴⽇︓1998年2⽉20⽇ 
代表者︓代表取締役会⻑CEO 早川 与規（はやかわ とものり）  
資本⾦︓2,922百万円（2018年3⽉末現在） 
U R L︓http://united.jp 
 

 

 

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞ 

ユナイテッド株式会社 コーポレートカルチャー本部 広報グループ 

 Email: press@united.jp 


